
1 

平成 30 年 8 月 7 日 

 

第 10 回東京都市大学等々力祭 

第 2 回参加団体説明会（模擬店団体）資料 
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１．東京都市大学学園祭共通テーマ及び第 10 回東京都市大学等々力祭テーマ 

 

東京都市大学 

学園祭共通テーマ 
「 “新しい”をずっと 」 

第 10 回 

東京都市大学 

等々力祭テーマ 

「心」 

 第 10 回東京都市大学等々力祭では、多彩な「心」を創造する。 

今まで等々力祭に関わってきてくださったすべての方々に感謝の心を表すと

ともに、節目である第 10 回目だからこそチャレンジの心・向上心を忘れず、

様々なことに挑戦する。 

また、過去と未来を繋げる場を築き上げることで、第 10 回等々力祭に関わる

全ての人たちの記憶に、心に残る学園祭を創り上げ、その想いを次世代へと引

き継がれるものへとしていく。 

このような想いを込めて、第 10 回東京都市大学等々力祭は「心」をテーマ

に開催する。 
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２．はじめに 

 

等々力祭当日まで約３か月を切りました。参加団体の皆さんとは連絡を取り合い、等々力祭をより良いも

のにしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

第２回の参加団体説明会では、第１回書類提出にて提出して頂いた書類をもとに決定した事項を皆様に伝

えるとともに、参加にあたり細かい内容をお伝えする場となっています。 

 

【本日の内容】 

①当資料の説明  ②参加費・保証金の徴収  ③物品レンタル方法の説明 

 

３．等々力祭の日程 

 

 
11/2（金） 

準備日 

11/3（土） 

1 日目 

11/4（日） 

2 日目 

11/5（月） 

片付日 

入退校 未定 08:00～20:00 08:00～20:00 09:00～15:00※ 

開催時間 － 10:00～19:00 10:00～19:00 － 

教室企画時間 － 10:30～19:00 10:00～16:00 － 

模擬店営業時間 － 10:30～19:00 10:00～16:00 － 

飲酒可能時間  14:30～19:00 14:30～19:00 － 

※片付日は 2 日目に片付けが終わらなかった場合のみ 

 

４．模擬店参加団体一覧 

 

団体名 商品 場所 

バレーボールサークル CUBE 鶏皮鉄板焼き 

※テント配置については 10/16（火）の 

最終参加団体説明会にて確定とします 

バレーボールサークル CUBE いももち 

児童学生会 タピオカ 

空間デザイン研究室４年 わたあめ 

都市生活学部学生会 フランクフルト 

boom 焼きそば 

世界遺産研究会 餃子 

まちづくりサポートチーム クレープ 

空間デザイン研究室 3 年 たこせん 

せぱたく モツ煮込み 

ユニバーサルデザイン研究室 豚汁 

TAP ハンバーガー 

おやじの会 焼き鳥・うどん 

児童男子４年 焼きおにぎり 
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５．今後のスケジュール 

 

 日時 対象 内容 

救命講習 

8/27（月） 

13:30～16:30 

玉川消防署 

模擬店 

人工呼吸法、心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、

止血法等の応急手当の重要性を認識し自主

救護能力と救命率の向上を図る。 

※参加する場合は事前に氏名と生年月日を

ご連絡ください 

教室 

第２回 

データ提出 

8/31（金） 

23：59 締切 

提出：Google ﾌｫｰﾑ 

共通 

①電気使用量 

②パンフレット用 PR 文及びアイコン 

③HP 用紹介文及び写真 

模擬店 食材仕入れ先・アレルギー食材調査表 

教室 
①借用物品一覧 

②教室レイアウト図 

ステージ ①借用物品一覧 

物品申請 

締め切り 
10/2（火） 模擬店 別資料にて説明 

最終 

参加団体説明会 

10/16（火） 

12:40～13:10 

場所：等々力ｷｬﾝﾊﾟｽ 

224 教室 

模擬店 

・準備日、当日の流れについて 

・連絡事項 

・調理室に関して 

▼支払い代金 

①レンタル物品代 

  

事故防止指導 

10/17（水） 

13:30~（予定） 

場所：世田谷ｷｬﾝﾊﾟｽ 

模擬店 

教室 

ステージ 

・アルコール指導 

・金券取扱要領説明 

※ご参加いただけないと等々力祭への参加

ができなくなる可能性がございます。 

等々力祭 

準備日 
11/2（金） 

模擬店 装飾、テント準備 

教室 教室配置、装飾準備 

ステージ リハーサルの実施 

等々力祭 

当日 
11/3（土）・4（日） 

模擬店 

教室 

ステージ 

当日 

保証金返却 

11/12（月）～16（金） 

昼休み（時間相談可能） 

場所：等々力祭実行委員会会室 

模擬店 ・1 団体につき 5,000 円を返金 

※手渡しでの返金のため会室まで 

お越しください 

教室 

ステージ 
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６．衛生事項 

 

詳細は別紙資料「調理室利用マニュアル」をご覧ください。 

そちらの資料も各団体で必ずご確認いただくようお願します。 

 

【重要事項】食中毒について 

・肉類の生食等による食中毒が、調理に肉を扱う団体は、肉にしっかりと火を通してから販売してください。 

・食中毒を防ぐために販売する人と調理する人をしっかりと分けて運営を行ってください。 

・両日ともに、検食を行います。(検食受付時間は最終団体説明会にて説明していただきます。) 

※万が一食中毒が発生した場合は、その団体のみならず等々力祭に参加している模擬店団体を営業停止にす 

ると同時に、それ以降の等々力祭の開催にも影響することになりますので、ご理解願います。 

※調理実習室の使用方法が悪い場合、保証金を没収の上、その場で調理実習室の使用を禁止させて頂きます 

使用ルールについて「調理室利用マニュアル」に記載されています。 

 

７．データの提出について 

 

【提出データ】 

以下のデータを下記 URLより専用の Google フォームにアクセスしてご提出いただくようお願いいたします。 

こちらの締め切りは【8/31（金）23:59 まで】といたします。 

 

【申込フォーム URL】 

 

https://goo.gl/forms/DqDF1TZaiztngbqR2 

 

【提出データ内容】 

①食材記入 

 模擬店にて販売する食品を作る際に使用する食材の仕入れ先、値段、個数を可能な限り詳細にご記入くだ 

さい。 

②アレルギー調査 

 模擬店で提供なさる食品のアレルギー要素をご記入ください。こちらはパンフレットに掲載いたします。 

③冷蔵庫使用調査 

 準備日から当日、または 1 日目から 2 日目ににかけて調理室の冷蔵庫の使用を希望する場合は回答をお願 

いします。冷蔵庫使用の際に各団体にご使用いただけるプラスチックケースのサイズは縦25cn×横36cm 

×奥 18cm となります。 

④電気使用量 

 電気機械をご使用いただく場合は、各電気製品でご使用いただく電気量をご計算の上、記入をお願いいた 

します。 
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⑤団体紹介文、PR 画 

 当日に配布いたします等々力祭パンフレットの模擬店紹介ページに掲載するための団体を PR する文と画 

像（写真・イラスト問わず）をご提出ください。 

 

※画像データについて 

 Google フォームでの収集ができないため、お手数をおかけしますが以下のデータは別途メールにて送信 

をお願いいたします。（kanri@todorokifes.com まで） 

①PR アイコン ②団体紹介画像 

件名を「データ提出」、本文に団体名を記入の上、同締め切り日（８月 31 日）までに送信をお願いいた 

します。 

 

【レンタル業者への物品注文】 

Web での注文になりますので、別途配布資料をご確認ください。 

 

【レンタル物品の代金】 

最終参加団体説明会にて集金いたします。各団体で異なりますので、お釣りのないようにお持ちください。 

 

８．宣伝方法について 

 

・等々力祭当日に各団体の宣伝ポスターを掲示したい場合は事前にポスターを等々力祭実行委員会会室ま 

でお持ちください。準備日までに等々力祭実行委員会が掲示致します。(枚数は 10 枚まで) 

・ポスターサイズは A4 サイズのみ受け付けます 

・当日以前より掲示したい場合も受け付けますので、お声がけください。 

 

９．連絡先 

 

等々力祭に関する事で質問や不明な点がある場合は、以下担当者までメール又は LINEにてご連絡ください。 

等々力祭運営委員会 管理部部長 参加団体（教室企画・模擬店）担当 

都市生活学部 都市生活学科 ２年 増子 香菜（マスコ カナ） 

メールアドレス：kanri@todorokifes.com  

連絡先：070-1302-1192（携帯） 

連絡先：03-3703-7552（会室） 

※参加団体を確認するため各団体の責任者は本文に団体名・氏名の記入をお願いします。 

 

【LINE＠登録のお願い】 

今年度より等々力祭公式 LINE＠からご連絡いただくことが可能です。 

今後、参加団体にまつわる情報をこちらにてご連絡いたしますので 

右の QR コードから友達登録していただき、団体名・氏名を表記した 

うえでメッセージの送信をお願いいたします。 

↑等々力祭 LINE＠QR コード 
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▼会室地図 

・3 号館地下 1 階ぴっぴ横の階段を下りた目の前にあります。 

等々力祭実行委員会会室 

等々力祭会室 


